
大阪市・日本生命 春日井市・王子 投手 秋葉 知一 ＪＲ東海

中田 亮二 ＪＲ東海

加藤 辰祐 新日鐵住金東海ＲＥＸ

札幌市・ＪＲ北海道 内野手 小屋畑 尚哉 室蘭シャークス 鈴鹿市・Hｏｎｄａ鈴鹿 投手 山本 健太郎 東海理化

外野手 飯田 篤史 室蘭シャークス 山本 明大 東邦ガス

東　北 南 善規 東邦ガス

山形市・きらやか銀行 西村 祐太 ＪＲ東日本東北 豊田市・トヨタ自動車 投手 畠山 翔平 新日鐵住金東海ＲＥＸ

齊藤 侑馬 日本製紙石巻 捕手 竹村 祐太朗 新日鐵住金東海ＲＥＸ

捕手 薗部 優也 ＪＲ東日本東北 内野手 日野原 宏和 ＪＲ東海

仙台市・七十七銀行 阿部 正大 ＴＤＫ 浜松市・ヤマハ 神谷 貴之 永和商事ウイング

宝利 亮 日本製紙石巻 山本 洋行 新日鐵住金東海ＲＥＸ

内野手 西川 元気 ＪＲ東日本東北 内野手 櫛田 祐也 新日鐵住金東海ＲＥＸ

北信越 大垣市・西濃運輸 投手 渡辺 康介 永和商事ウイング

長野市・信越硬式野球クラブ 内野手 櫻吉 宏樹 バイタルネット 内野手 井貝 星良 東海理化

外野手 丸山 裕介 バイタルネット 外野手 齋藤 導久 東海理化

北関東 名古屋市・三菱重工名古屋 投手 川脇 輝生 東海理化

日立市・日立製作所 投手 角田 皆斗 富士重工業 津川 智 ＪＲ東海

捕手 唐谷 良磨 富士重工業 長曽我部 竜也 ＪＲ東海

外野手 林 稔幸 富士重工業 近畿

鹿島市・新日鐵住金鹿島 投手 小野 和博 富士重工業 京都市・日本新薬 投手 森原 康平 新日鐵住金広畑

内野手 日置 翔兼 富士重工業 内野手 大野 弘仁 新日鐵住金広畑

外野手 竹田 育央 富士重工業 外野手 物部 友徳 新日鐵住金広畑

南関東 神戸市・高砂市 投手 栗山 拓巳 ミキハウスベースボールクラブ

さいたま市・日本通運 多幡 雄一 Ｈｏｎｄａ 三菱重工神戸・高砂 内野手 藤井 宏政 カナフレックス

西銘 生悟 Ｈｏｎｄａ 外野手 久保田 勝洋 新日鐵住金広畑

外野手 小手川 喜常 Ｈｏｎｄａ 大阪市・ＮＴＴ西日本 尾嶋 佳太 新日鐵住金広畑

君津市・ 捕手 山崎 裕貴 Ｈｏｎｄａ 大西 健太 カナフレックス

新日鐵住金かずさマジック 内野手 川戸 洋平 Ｈｏｎｄａ 捕手 田中 祐児 新日鐵住金広畑

外野手 井上 彰吾 Ｈｏｎｄａ 門真市・パナソニック 投手 仲岡 翔亮 ミキハウスベースボールクラブ

千葉市・JFE東日本 投手 福島 由登 Ｈｏｎｄａ 萱田 智晴 ニチダイ

内野手 石川 賢太郎 Ｈｏｎｄａ 立花 允夫 ミキハウスベースボールクラブ

外野手 辻野 雄大 Ｈｏｎｄａ 大阪市・大阪ガス

東　京

東京都・JR東日本 投手 大久保 匠 明治安田生命 中　国

内野手 澤良木 喬之 セガサミー 広島市・ＪＲ西日本 投手 鮫島 優樹 三菱重工広島

外野手 加藤 孝紀 明治安田生命 田中 友博 三菱重工広島

東京都・ＮＴＴ東日本 投手 森脇 亮介 セガサミー 小原 礼史 伯和ビクトリーズ

内野手 砂川 哲平 セガサミー 福山市・倉敷市 投手 藤原 雄太朗 伯和ビクトリーズ

外野手 村上 純平 鷺宮製作所 ＪＦＥ西日本 捕手 國本 剛志 三菱重工広島

東京都・東京ガス 内野手 渡辺 侑也 鷺宮製作所 内野手 松永 弘樹 三菱重工広島

外野手 本間 諒 セガサミー 四　国

西関東 高知市・四国銀行 投手 藤川 将 ＪＲ四国

横浜市・ 齋藤 俊介 ＪＸ－ＥＮＥＯＳ 捕手 小林 奨平 ＪＲ四国

三菱日立パワーシステムズ横浜 鈴木 健矢 ＪＸ－ＥＮＥＯＳ 内野手 山下 遼 ＪＲ四国

外野手 山田 敏貴 ＪＸ－ＥＮＥＯＳ 九　州

川崎市・東芝 投手 柏原 史陽 ＪＸ－ＥＮＥＯＳ 大津町・Hｏｎｄａ熊本 投手 三小田 章人 三菱重工長崎

内野手 糸原 健斗 ＪＸ－ＥＮＥＯＳ 佐々木 勉 三菱重工長崎

外野手 齊賀 洋平 ＪＸ－ＥＮＥＯＳ 前崎 純平 鮮ど市場ゴールデンラークス

北九州市・ＪＲ九州 投手 田中 眞人 鮮ど市場ゴールデンラークス

内野手 照屋 吐夢 沖縄電力

外野手 狩俣 達也 沖縄電力

福岡市・西部ガス 谷川 昌希 九州三菱自動車

奥村 政稔 三菱重工長崎

有吉 優樹 九州三菱自動車
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